
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

     

 

 

        阪谷地区に移住して    

                    北川 真紀（八町） 

今年９月より東京都杉並区より阪谷地区に引っ越してまいりま

した、北川真紀と申します。大野市はゆかりのない土地でありま

したが、盆地のなかで水の循環が完結している珍しい地形と自然

に近い暮らしに興味を持ちました。調査・研究を生業としていま

すので、今は大野にて、水や雪などの自然環境と社会制度、生活

文化を調べてまわっています。専門は文化人類学（民族学）とい

う学問です。研究を仕事にしているといえど、駆け出しでまだま

だ調査も前段階。興味をもった分野に関してお話を聞いていると、

大野には私が調べる必要があるのかしら、と思ってしまうほど知

識も経験も豊富なエキスパートの方がたくさんいらっしゃること

が分かってきました。そんな中で私ができることは、日常に埋没

する「あたりまえ」を掘り起こすこと、そしてそれらを歴史とい

う縦の軸と、ひろく世界と比較する横軸に位置づけて、新鮮な大

野のイメージを描いていくことだとおもっています。 

 「大野はなにもないでしょう」という言葉を何度か耳にしまし

たが、退屈に感じることは全くありません。東京から引っ越して

きましたが、都会と比べれば「あるものばかり」です。きれいな

空気があり、美しい景色があり、美味しい食べ物があり、自然の

遊び場があり、広い家がある。ただ、それはあくまでも外からの

視点なのかもしれません。もしかすると「なにもない」とおっし

ゃった方は、昔に比べると減ってしまった人の気配や、家の灯り、

多くの人と共有する賑やかさを心に描いていたのかもしれませ

ん。それは私にはわからない部分でした、ぜひとも皆様よりお話

をお聞かせいただけると嬉しいです。大野のことを、そして私が

住まわせていただいている阪谷をよりよく知りたいと思っていま

す。すべてのご縁に感謝しつつ、限りある時間のなかで阪谷の日

常をたくさん発見できれば幸いです。 

 

大野市教育理念 

明倫の心を重んじ 育てよう 大野人 

区長会だより  

１２月定例区長会での主な内容を報告します。 

１ 大野市総務課より、地域づくり座談会の開催にむけて

は、行政からは積極的な働きかけは行わないという方針の

説明がありました。 

２ 区長会総会を１月２２日（火）午後３時３０分から、引

き続き１月定例区長会を行う事について確認いたしまし

た。 

３ 以下の事項について区長に依頼しました。 

① 区長が交代する場合は、区長章などの引き継ぎを行い、

区長交代に必要な書類を公民館に提出する事。 

 ②地区別役員名簿を１月９日までに公民館に提出する事。 

 ③３月までの区長が出席する会議等を説明し、出席して欲

しい事。 

４ 松丸区区長（第１分団長）から、１月１３日（日）に開

催される阪谷地区新年会の説明がありました。 

５ 阪谷育林会解散に伴う残余財産の現状確認を行いまし

た。 

 

 

 

 

注：転居された方で、出席の申し込みがまだされてない場合は、お名前が掲載されません。 

伏 石  加藤  さん 

柿ヶ嶋  山村 尚也 さん 

八 町  山中 智愛 さん 

森 本  竹林 尚紀 さん 

      藤田 美綺 さん 

松 丸  伊藤絵梨果 さん 

     川端 真生 さん 

萩ヶ野  大畑 将基 さん 

不動堂  萱岡 名月 さん  

     中村 優神 さん 

大 月  後川 侑都 さん 

蓑 道  村上 隼輔 さん 

 

平成３１年 大野市成人式 

■日時：１月１３日（日）午後１時～  ■会場：大野市文化会館 

  新年のあいさつ  

 阪谷地区の皆様、新年あけましておめでとうございます。 

 旧年中は、公民館各種事業や地域づくり事業にご協力を

賜り厚くお礼申し上げます。 

 本年も、元気な阪谷、楽しい阪谷を目指して、職員一丸

となってまい進してまいりますので、地区民の皆様のご理

解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 また、今年も、阪谷地区を盛り上げるため『第５回 さ

かだに雪まつり』を六呂師スキーパークで開催しますので、

皆様のご来場をお待ちしております。 

 



  １月の行事予定 
13 日(日）大野市成人式 

16 日(水）給食サービス A8:30 

17 日(木）みんスポ 3Ｂ体操①P1:30 

21 日(月）公式ワナゲに挑戦！！①P3:45 

22 日(火）区長会総会 P3:30 

23 日(水）公式ワナゲに挑戦！！②P3:45 

24 日(木）みんスポ 3Ｂ体操②P1:30 

     安全管理員会 P1:15 

25 日(金）公式ワナゲに挑戦！！③P3:45 

27 日(日）体育協会・よくする会総会 

28 日(月）公式ワナゲに挑戦！！④P3:45 

30 日(水）公式ワナゲに挑戦！！⑤P3:45 

31 日(木）みんスポ 3Ｂ体操③P1:30 

 

 

 

 

  

  

少年教室 ふるさとかるた練習＆地区予選会 

 1月 27日（日）に開催される大野市決戦大会に向けて、12月 6日

からふるさとかるたの練習が始まりました。今年度は練習日を３回、自

主練習日を２回設け、地区予選会を 12月 20日（木）、 

低学年・中学年・高学年の３部門に分かれて行いました。 

地区予選会の結果は次号でお知らせします。 

 

さくらんぼ愛育会・家庭教育学級クリスマス会 

１２月２３日（日）さくらんぼ愛育会の 

クリスマス会が開催されました。 

 １つめの企画「クリスマスケーキを作っちゃおう」では、ス

ポンジケーキに色とりどりの飾りつけをして、すてきなケーキ

を親子で作りました。そしてメインイベント「サンタさんとあ

そぼう」では、子どもたちはサンタさんからプレゼントをもら

って大はしゃぎでした。参加した親子同士で仲良くお話したり、

遊んだりと、とても楽しく充実したクリスマス会となりました。 

 

  

第６２回市総体スキー競技会 

    と き：２月３日（日）午前９時より開会式 

    会 場：クロカン競技＊DAINOUスポーツランド（午前） 

        アルペン競技＊九頭竜スキー場（午後） 

 阪谷地区体協では、男女ともに広く選手を募集しています。自薦

他薦は問いません。参加してみようと思われる方、選手の情報をお

持ちの方は、事務局（阪谷公民館）までご連絡ください。 

また、選手出場依頼が届きましたら、ご快諾いただきますようお

願いいたします。 

 

 

 

阪谷地区福寿会 高齢者教室・忘年会 

１１月３０日(金)、阪谷地区福寿会の忘年会が、フレアール和泉

で行われました。高齢者教室では「ふくい認知症予防メニュー」で

身体を動かし、三結亭翔剛さんの落語で大笑い。会食後は「お楽し

み抽選会」で盛り上がりました。 

また、１１月２９日（木）に行われた市老連ソフトバレーボール

大会で、阪谷地区福寿会はチャレンジ賞に輝きました。来年も、福

寿会の皆様の活躍が期待できそうです。 

 

富田公民館・阪谷公民館共催  肩こり・腰痛解消ヨガ講座 

■日 時：2/26(火)、2/28（木）、3/5（火）、3/7（木） 

午後 1 時 30 分～2 時 45 分 

■場 所：阪谷公民館（火曜日）、富田公民館（木曜日） 

■講 師：ヨガインストラクター 飛石めぐみさん 

■参加費：無料  ■持ち物：ヨガマット、飲み物、タオル 

■定 員：20 名程度 （※４回全て参加できる方優先） 

■受付期間：1/21（月）～2/22（金） 

■問合せ：阪谷公民館 67-1111 ※詳細はチラシをご覧ください。 

 国旗を掲げましょう  

１月 １日（火） 元日     年の初めを祝いましょう。 

１月１４日（月） 成人の日  青年を祝い、励ましましょう。 

 

女性のつどい実行委員会が 11月 26日（月）に行われ、平成３０

年度の女性のつどいは、３月３日（日）に開催されることに決まり

ました。今年は阪谷地区内の女性たちの交流を深め、これからの阪

谷について考える場とするため、例年とは違った内容となります。 

※詳しくは１月中旬に配布するチラシ（班回覧）をご覧ください。 

日 時：３月３日(日) 午前９時４５分～ 

（受付：午前９時１５分） 

会 場：阪谷公民館 

 持ち物：箸、皿、コップ、ゴミ袋     

 申 込：参加・出展の申し込みは各団体の代表者にお願いします。 

 締 切：２月１５日（金） 

※個人で参加を希望される方は、公民館へ申込んでください。 

 

 

年が明け、新年会等の機会も増えると思いますが、飲酒運

転は絶対にしないでください。 

 過去に飲酒運転をして検挙された人は、「少ししか飲んでい

ないからいいだろう」、「近いから大丈夫だ」等という考えで

運転しています。 

 飲酒運転を防ぐには、自分自身が気を付けることが第一で

すが、周りの人も注意する等して協力して防ぎましょう。 

 

世代間交流事業 高齢者教室・少年教室    公式ワナゲに挑戦！！ 

■日 時： １/２１（月）、２３（水）、２５（金）、２８（月）、３０（水）   全５回 

       午後３時４５分～４時４５分 

■場 所： 阪谷公民館   ■対 象： 公式ワナゲに興味のある方  

■参加費： 無料  ■申 込： 阪谷公民館 67-1111[締切：1/15（火）] 

※ 詳細はチラシをご覧ください。 

 

第５回さかだに雪まつり 開催します！！ 

日 時： 平成３１年２月１６日（土）午前１０時～午後４時まで 

会 場： 六呂師高原スキーパーク 

内 容： 以下の内容を予定しています！ 

  ながーい雪のすべり台 エアボードにチャレンジ 

  雪上ビーチフラッグ大会 雪だるまコンテスト 

  スノータワーづくり スノーシューで冬の森観察会 

  巨大かまくら スノーアイテム体験  

スノーモービル体験 阪谷こだわり野菜の大なべふるまい 

温かい食べ物飲み物販売 移動販売車のお楽しみコーナー 
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